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第40回消防写生大会に『ぽぉバス』が初参加。多くの子どもさんに被写体として描いていただくと
ともにバスの乗り方を知っていただきました。
今回の作品は、市民バス循環線及び阿島線の車内に平成28年１月31日まで掲示しています。
（バスの詳しい運行ダイヤは南信州公共交通インフォメーションをご覧下さい）

バスに乗って出掛けよう！バスに乗って出掛けよう！
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圏域内の人口・世帯数
（2015.11）

人　口 162,693人
世　帯    59,364戸

南信州公共交通インフォメーション
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　第２回定例会が開催され、提出された議案（報告案件１件、一般案件１件、決算案件３件及び予算案件１
件）はすべて原案どおり承認・可決されました。
【議案の内容】 
○ 報告第６号　専決処分の承認を求めることについて
　　　　　　　 （平成27年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計補正予算〈第２号〉）
○ 議案第12号　南信州広域連合特別会計条例の一部を改正する条例の制定について
○ 議案第13号　平成26年度南信州広域連合一般会計歳入歳出決算認定について
○ 議案第14号　平成26年度南信州広域連合南信州広域振興基金特別会計歳入歳出決算認定について
○ 議案第15号　平成26年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計歳入歳出決算認定について
○ 議案第16号　平成27年度南信州広域連合一般会計補正予算（第１号）案

議会終了後　飯田広域消防本部　３階大会議室
【協議・報告事項】 
① 検討委員会報告
② 地方創生に係る「新型交付金」の制度内容に
　 関する要望活動について
③ リニア中央新幹線計画について
④ 旧飯田工業高校後利用等について
⑤ 在宅医療と介護連携推進事業について
⑥ 次期ごみ処理施設整備事業について
⑦ 南信地域広域道路ネットワークについて
⑧ 民俗芸能保存継承プロジェクトについて
⑨ 南信州公共交通網形成計画について
⑩ 9/19 航空宇宙産業を先導役として地域産業の将来を考えるシンポジウム報告について
⑪ 平成27年度事務事業中間評価について
⑫ 議員研修について

平成27年12月１日㈫　飯田広域消防本部　３階大会議室

平成27年南信州広域連合議会 第２回定例会平成27年南信州広域連合議会 第２回定例会

全 員 協 議 会全 員 協 議 会

議会風景

平成26年度 決 算 報 告 と 主 な 事 業平成26年度 決 算 報 告 と 主 な 事 業
前年度比

120.3%

118.0%

77.3%

93.2%

前年度比

129.2%

111.1%

79.6%

98.1%

区　　分

一 般 会 計

南信州広域振興基金特別会計

飯 田 広 域 消 防 特 別 会 計

合　　　計

（単位：円）

歳　出

1,882,178,708

16,244,122

2,077,234,688

3,975,657,518

歳　入

2,070,386,775

22,401,269

2,161,365,462

4,254,153,506

差引残額

188,208,067

6,157,147

84,130,774

278,495,988

【 一般会計 】 【 南信州広域振興基金特別会計 】 【 飯田広域消防特別会計 】
・広域連合議会
・広域連合会議の運営
・総務管理
・基本構想・基本計画策定
・調査研究プロジェクト
・介護認定審査会の運営
・特養等入所調整
・相談支援事業
・市町村審査会（障害程度区分）の運営
・ごみ処理事業（桐林クリーンセンター）
・し尿処理事業（飯田竜水園）
・リサイクルセンター運営管理
・地方債償還（償還額387,946千円）

・火災出動　　　98件（平成26年）
・救急出動　　7,107件（平成26年）
・救助出動　　124件（平成26年）
・職員研修（県消防学校、救急救命
士養成研修、総務省消防庁研修派
遣ほか）
・消防庁舎等施設整備（訓練塔の改修、
消防ポンプ自動車２台購入 ほか）
・消防用車両（67台）、消防救急資機
材維持管理
・地方債償還（償還額11,980千円）

・地域イメージ・ブランド構築事業
　（野菜ソムリエ協会との連携 ほか）
・情報発信事業（観光情報サイト運
営及び管理、観光ガイドマップの
発行）
・圏域外での宣伝活動事業
・圏域内外との連携（観光組織等への参画）
・地域公共交通の維持・確保事業
・地域課題の調査研究事業（愛知大
学との共同研究事業）
・地域振興事業（住民交流組織への支援）
・地域文化振興（民俗芸能団体への支援）
・気象アドバイザーの配置

議 会
報 告

警報器 我が家を見守る ヒーローだ平成27年度募集
防　火　標　語 最優秀賞 山本小学校 6年　尾澤亜悠美

※本議会の議事録は、平成28年２月に南信州広域連合ホームページへ掲載予定です。
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退職（H26.4.1～H27.3.31）
採用（H26.4.2～H27.4.1）

　平成27年9月19日㈯に飯田女子短期大学講堂にて、（公財）南信州・飯田産業センターと南信州広域連合
の主催による『航空宇宙産業を先導役として地域産業の将来を考えるシンポジウム』が開催されました。
　これは、地域産業を進化させイノベーション（変革）を起こすための取組みについて、知の集積を活用し
た航空宇宙産業の海外における成功事例や国の航空宇宙産業政策について学び、広く議論を行うことを目
的とし、来賓者・市町村関係者・広域連合関係者及び一般参加者の計
503名の方々に参加していただきました。
　午前中に行われた事前懇談会に出席された阿部守一長野県知事から
は、｢県としても積極的に応援していきたいし、責任ある取り組みをして
いきたい｣というご発言をいただきました。午後からはアライン・オー
ベルタン氏による｢カナダケベック州における航空機産業集積のねらい・
取り組みの概要と成果について｣、飯田陽一経済産業省大臣官房参事官による｢今後の我が国航空機産業に
ついて｣の２つの基調講演が行われ、コーディネーター１名・パネリスト５名による｢リニア時代を見据え、
航空宇宙産業をモデルとした地域産業の振興について｣のパネルディスカッションが行われました。

1 採用・退職の状況

2 職員数の状況（部門別職員数の推移　各年4月1日現在）

3 職員給与の状況

4 勤務時間・休日の状況

5 休暇・休業の種類…年次休暇・療養休暇・特別休暇・介護休暇・育児休業
6 分限処分・懲戒処分等の状況…平成26年度においては、分限処分・懲戒処分等は０件です。
7 服務の状況…地方公務員法に定められた義務に対する違反は、平成26年度は0件です。
8 研修の状況…一般研修・消防関係（県消防学校・救急救命士研修所・その他）
9 福祉及び利益の保護の状況
　福利厚生制度の状況（平成26年度）
　　健康管理：長野県市町村職員共済組合（人間ドック・定期健診・婦人科健診・特定業務健診）
　　厚生事業：飯田市職員共済会（相互扶助事業・福利厚生事業・体育事業・健康管理事業）
10 公平委員会の報告事項
　職員から公平委員会に対して勤務条件に対する措置要求や不利益処分に対する不服申立ては、平成26
年度においてはありませんでした。

航空宇宙産業を先導役として地域産業の将来を考えるシンポジウム航空宇宙産業を先導役として地域産業の将来を考えるシンポジウム

（単位：人）

一般行政職 消防職 合 計
1 5 6
1 6 7

※一般行政職：主事、技師
　（ごみ処理、し尿処理）を含む

部　門
総　務
民　生
衛　生
消　防
計

平成26年（人）
　10
　3
　9
216
238

平成27年（人）
　9
　4
　8
217
238

対前年増減数
1
1
1
1
0

主な増減理由
基本構想策定完了のため
業務内容による正規職員化のため
退職のため
定数欠員補充のため

※職員数は各年度４月１日現在。諸手当は、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当などで、児童手当・退職手当は含みません。

※業務内容により、上記の勤務時間によらない職場や交代制勤務職場などでは、別に勤務時間を定めています。

平成25年度
平成26年度

職員数（A）

237人
238人

給料（基本給）
878,422千円
865,854千円

諸手当
163,364千円
168,341千円

期末･勤勉手当
314,271千円
317,436千円

計（B）
1,356,057千円
1,351,630千円

一人当たり
給与費（B/A）
5,722千円
5,679千円

職　　員　　給　　与　　費

1日の勤務時間の割り振り１週間の
勤務時間
38時間45分

始業時刻
午前8時30分

終業時刻
午後5時15分

休憩時間
午後0時～午後1時

週休日・休日
週休日：土曜日・日曜日
休　日：祝日、年末年始（12月29日～１月3日）

人事行政の運営等の状況を公表します人事行政の運営等の状況を公表します人事行政の運営等の状況を公表します

開催報告

かぜふく日 たきびをほうち あぶないよ平成27年度募集
防　火　標　語 優秀賞 喬木第二小学校 5年　木下 あい
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　民俗芸能保存継承プロジェクトとして取り組んでいる「南信州阿南町新野雪祭等資産化事業」(文化
庁補助事業)では、阿南町新野地区等において文献や祭具等の資料調査、関係者への聞き取り調査を進
めています。また、雪祭りの映像記録のためのライティングテストを行い
ました。今後は雪祭り本番の映像記録の撮影等を行います。
　平成28年１月14日㈭の夜から翌15日㈮の朝にかけてとり行われる雪祭り
では、本来の姿を記録し後世に永続的に伝えていく映像の記録を行うため、
フラッシュを使用した撮影をお控え頂くようお願いしています。
　皆様のご理解とご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

　10月31日㈰に黒田人形浄瑠璃伝承館（飯田市上郷）において、「平成27年度伊那谷民俗芸能団体連絡
協議会 研修会・総会」を開催致しました。
総会では、今後当圏域の誇るべき民俗芸能を広く知って頂くた
めの調査等を進めていく事となりました。また、併せて実施し
た研修会では、黒田人形浄瑠璃保存会の皆様により、「観音霊
験記壷坂寺の段」が上演されました。
　様々な団体が研修会を通し他の団体の活動を理解して頂く機
会として今後も取り組みを継続していきます。

　９月27日㈰に刈谷ハイウェイオアシスにおいて南信州の民俗芸能
を上演しました。今回は飯田市鼎名古熊の「名古熊獅子舞保存会」
の皆様にご協力頂き、計８回の上演を行いました。いずれの上演で
も多くのお客様に御観覧頂き、大いに南信州のPRが出来ました。
　南信州の屋台獅子は当圏域独自の獅子であり、その大きさと勇壮
な姿に訪れた皆様からは、感嘆の声があがっていました。

　「南信州民俗芸能継承モデル事業」（長野県補助事業）では、「しあわせ信州シェアスペース 銀座
NAGANO」において、平成28年２月12日㈮～ 14日㈰に南信州広域連合が主催する「南信州キャンペー
ンin銀座」のイベントの一環として、体感・講習会を開催致します。ご来場頂いた皆様に南信州の民俗
芸能の解説とその芸能にまつわる食を提供し、民俗芸能の体感を通して、当圏域の魅力を知って頂きま
す。
　２月下旬には飯田市鼎文化センターにおいて、事業報告会と交流会を開催致します。今年度の事業活
動の成果の報告や民俗芸能の上演を予定しております。
　３月には、子供向けの体験教室も予定しております。
　いずれの取り組みにつきましても詳細が決定次第、南信州広域連合のホームページに掲載致します。

《 南信州広域連合ホームページ 》 http://minami.nagano.jp/

「新野の雪祭り」の記録映像の撮影を行います

伊那谷民俗芸能団体連絡協議会総会を開催

刈谷ハイウェイオアシスで民俗芸能を上演

銀座NAGANOで南信州民俗芸能体感・講習会を実施します

消えたかな ねる前出る前 確認しよう！平成27年度募集
防　火　標　語 優秀賞 千代小学校 5年　清水 その

民俗芸能の保存・継承の動き
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　自家用車の普及にともない、特に地方では公共交通の利用減少に歯止めがかからない状況となっていま
す。一方、高齢化が急速に進む中、自家用車に依存した移動には限界があるため、安定な移動手段を確保
するために、公共交通は重要な役割を担っています。
　当地域でも、公共交通は自家用車を運転できない高齢者や学生にとって日常的に欠くことができない移
動手段になっています。
　こうした中、平成25年12月に国により交通政策基本法が施行され、公共交通の基本理念を踏まえた、地
域の公共交通に対する新たな地域公共交通網形成計画の策定が求められました。
　そこで当地域では、現在の第２次南信州地域公共交通総合連携計画（Ｈ26年４月～Ｈ31年３月）を改め、
新たに地域公共交通網形成計画を策定して、地域公共交通の更なる発展に努めることとしました。
　つきましては、「南信州地域公共交通網形成計画（以下、南信州網形成計画という。）（Ｈ28年４月～Ｈ
33年３月）」の素案を作成いたしましたので、皆様のご意見をお寄せください。
【南信州網形成計画案の公表期間及び意見募集期間】
平成28年１月１日㈮～平成28年１月31日㈰　31日間

【意見をお寄せいただくことができる方】
・飯田下伊那地域に住所を有する方
・飯田下伊那地域に存する事務所または事業所に勤務する方
・飯田下伊那地域に存する学校に通学する方

【南信州網形成計画案の閲覧場所】
・南信州広域連合事務局（飯田市追手町２丁目678　県飯田合同庁舎５階）　電話：0265－53－7100
・市町村の窓口（担当課）※詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
　また以下のホームページでも公開期間中は24時間閲覧可能です。
・南信州広域連合（http://minami.nagano.jp/）
・公共交通インフォメーションホームページ（http://kk.minami.nagano.jp/）

【市町村窓口による南信州網形成計画案の閲覧時間】
午前８時30分～午後５時15分（土・日曜日、年始休業期間、祝日を除く）

【意見の提出方法】
　意見書に住所、氏名を明記の上、市町村窓口に直接お持ちいただくか、次のいずれかの方法でご提出
ください。
・南信州広域連合のホームページお問い合わせメール（http://minami.nagano.jp/）
・郵送：〒395－0034 飯田市追手町２丁目678 県飯田合同庁舎５階 南信州広域連合 事務局内 南信州地域
交通問題協議会

・FAX：0265－53－7155
【お問い合わせ先】
〒395-0034 飯田市追手町２丁目678 県飯田合同庁舎５階 南信州広域連合 事務局内 南信州地域交通問題
協議会　電話：0265－53－7100　FAX：0265－53－7155
南信州公共交通インフォメーションのホームページお問い合わせ（メールhttp://kk.minami.nagano.jp/）

【南信州網形成計画案の基本方針】
　日常的に利活用しやすい移動手段として充実を図るとともに、当地域を訪れた方が目的地にスムーズ
に行き着くことができる移動手段として、誰にもやさしい公共交通を目指す。

【計画期間】
平成28年４月～平成33年３月（５年間）

気をつけて タバコの火でも 火事になる平成27年度募集
防　火　標　語 優秀賞 高森南小学校 5年　壬生 陽人

パブリックコメント（意見募集）を実施します。
南信州地域公共交通網形成計画案について、公共交通について一緒に

考えてみませんか

火遊びは 心と体を きずつける !!平成27年度募集
防　火　標　語 優秀賞 豊丘北小学校 6年　高本 美咲

消したはず と思う心に 火種あり平成27年度募集
防　火　標　語 優秀賞 千代小学校 5年　木下 　悠



⑥ たのしみな 花火のまえに 水用意平成27年度募集
防　火　標　語 優秀賞 上郷小学校 4年　石原 　舷

火あそび 火わるさ かじのもと平成27年度募集
防　火　標　語 優秀賞 上郷小学校 2年　筒井 遥空

山かじだ いろいろもえる ゴーゴーゴー平成27年度募集
防　火　標　語 優秀賞 上郷小学校 2年　原 亜真乃

火じだ火じ おはしもまもり にげるんだ平成27年度募集
防　火　標　語 優秀賞 上郷小学校 2年　鋤柄 愛苗

南信州広域連合では、平成29年12月の稼働を目指し、次期ごみ処理施設整備事業を進めています。南信州広域連合では、平成29年12月の稼働を目指し、次期ごみ処理施設整備事業を進めています。

に決まりました

次期ごみ処理施設の名称が

稲葉クリーンセンター稲葉クリーンセンター
1 稲葉クリーンセンターの工事の進捗状況
【造成工事】…平成27年５月から敷地内の造成工事に着工し、概ね完了しました。
【建築工事】…平成27年12月から、ごみピットの基礎工事に着工しました。

2 桐林クリーンセンターの年末年始の受入日程のお知らせ
桐林クリーンセンターでのごみの受入は、12月30日の午前11時30分までです。
《受入日程表》

【桐林クリーンセンターからのお願い】
・年末年始は、ごみを搬入される方で混み合うことが予想されますので、時間に余裕を持ってお越し
ください。

26日㈯ 27日㈰ 28日㈪ 29日㈫ 30日㈬ 31日㈭

午前８:30～11:30 × × ○ ○ ○ ×
午後１:00～４:30 × × ○ ○ × ×

12　月

１日㈮ ２日㈯ ３日㈰ ４日㈪ ５日㈫ ６日㈬

午前８:30～11:30 × × × ○
午後１:00～４:30 × × × ○

１　月

１月４日から通常どおり
受け入れます。

桐林クリーンセンター（飯田市桐林2254番地47）電話：0265-26-7474　FAX：0265-26-6312
受入時間：8:30～11:30 / 13:00～16:30　ホームページ：http://kcc.minami.nagano.jp/

問合せ先



⑦

フルーツジュエリー

　連載５回目となる今号は、2015年に松川町に着任された３名の協力隊員の皆様をご紹介します。お問い

合せは【交流センターみらい】☎0265-34-7066まで。

４月に着任した八代さん。

登山やアウトドアの経験を

生かして｢山の観光｣を主体に活動していま
す。植樹祭（2016年は松川町が全国植樹
祭の舞台！）や森林セラピーに参加するなど、
山を愛し、自然と共に歩んでいます。最近取

得した狩猟免許を活用し、今後は有害鳥獣対
策に乗り出したいと意気込んでいます。｢大好
きな松川町に永住したい。お嫁さん募集中！

｣仕事と同様、婚活にも奮闘中です。

　６月に着任した吉川さん。カフェでの勤務経

験が、母親の故郷である松川町と吉川さんを結

びつけました。彼女が作る生の果物を使ったゼ
リー『フルーツジュエリー』は、くだものの里・
松川町をそのまま味わうことができる究極の逸

品です。町内イベント以外にも東京や名古屋へ

販売し、松川町の魅力を発信しています。今後

は新商品を開発し、町内の食に関するイベント
のお手伝いを通じて、松川産フルーツの素晴ら
しさを表現します。

７月に着任した大橋

さん。松川町の｢農業｣

と｢観光｣を主体として、春・秋に開催す

るワインツアーの運営を担当していま
す。この地域資源を生かした体験・交流

ツアーで｢着地型観光｣を促進していきま
す。｢国内旅行業務取扱管理者｣の資格を

生かし、今後も松川町の魅力を発信する

ための新しい観光プログラムを企画する

予定。松川町にまた新たな風が吹き込み

ます。

平成27年度募集
防　火　標　語 優秀賞 上郷小学校 2年　桐原 惇宏ちょっとまって タバコのけむりが まだでてる

松川町 八 代 寛 司 さん地域おこし協力隊員

南信州の協力隊員南信州の協力隊員南信州の協力隊員 Vol.5会いに行こう!!

松川町 大 橋 弘 幸 さん地域おこし協力隊員

松川町 吉川みゆき さん地域おこし協力隊員

登山道整備中の八代隊員

｢秋のお散歩ワイン会｣風景
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消防長賞　松尾小学校《６年》吉村 彩香

飯田地区幼少年婦人防火委員会長賞
浜井場小学校《３年》伊藤 錬司

南信州危険物安全協会長賞
松尾小学校《４年》吉村 玲菜

飯田地区防火管理者協議会長賞
追手町小学校《１年》清水 七斗

金　賞
上郷小学校
《５年》
　羽生　健竜

金　賞
下條小学校
《２年》
塚田　愛花

金賞
（６作品）

消防写生大会が９月21日㈪に飯田消防署を会場として行わ
れ、多くの幼児・児童にご参加いただきました。
出展数121点のうち入賞作品（24点）は次のとおりです。

第40回

慈光松尾保育園 年中 矢澤　匠心

追手町小学校 ６年 清水さくら

上郷小学校 ２年 上沼　紗季

喬木第一小学校 １年 小澤　　結

上郷小学校 １年 中村　駿介

龍江小学校 ２年 塩澤　　蒼

三穂保育園 年長 土屋　咲貴

鼎小学校 ４年 塚本　晴香

銀賞
（８作品）

竜丘小学校 ３年 林　虎士郎

下市田保育園 年長 小林　未来

上久堅小学校 ２年 桑原　百花

上久堅小学校 １年 桑原瑚々那

飯田子供の園保育園 年中 山田　埜斗

上郷小学校 ５年 上沼　　翔

豊丘北保育園 年中 河野　真優

鼎幼稚園 年長 大下　悠輝

鼎幼稚園 年少 倉田　歩花

鼎小学校 ２年 塚本　真央

銅賞
（10作品）

消
防
写
生
大
会
の

　
　
　
　入
賞
作
品


